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クラークシップでは15名の学生に教育を行った。
他大学の東洋医学講義では、佐藤が日本大学
医学部で2単位、杏林大学医学部で1単位の講義
をまた当研究所教職員を中心に秋田大学におい
て「東洋医学入門」計12単位の講義および実習
を行った。
【研究】
臨床研究を中心におこなっている。今年度は、
木村が、「月経痛、月経周期異常に対する気剤
による治療の試み」（日本東洋医学雑誌）、
「黄連解毒の抗血小板効果に関する実験的臨床
的 検 討 」 （ Journal of Stroke and
Cerebrovascular Diseases）を、石田が「疎経
活血湯が著効した難治性疼痛の3例」（日本東洋
医学雑誌）、「偏頭痛に対する呉茱萸湯治療例6
例 」 （ Complementary Therapy in Clinical
Practice）、蛯子が「難治性のHunt症候群にお
ける鍼通電療法と置鍼治療の効果比較」（日本
東洋医学雑誌）論文発表した。
学会活動では、湯液部門では、「加速度脈派
に及ぼす漢方治療の影響」（木村）、「非接触
型赤外線温度計による体表温度の検討」（石
田）、「長谷村の健康調査報告」（棚田）、
「舌痛に対する漢方治療の検討」（近田）など
を中心に発表を行った。鍼灸部門では、「虫垂
切除術痕とその関連区域」「当施設で採用して
いる患者自身による自覚症状の定量化の試み」
（吉川）、「難治性顔面神経麻痺に対する鍼治
療成績」（蛯子）、「胸脇苦満と頚肩こりとの
関連」（向田）、「不妊治療患者の特徴」（髙
田）を発表した。

◇原
著
1) 木村容子，佐藤 弘：月経痛，月経周期異常
に対する気剤による治療の試み―5症例の経
験から―，日本東洋医学雑誌，57(4)，453◇診療活動
458，2006
当研究所は、開所して14年目を経過した。湯
2) 石田和之，佐藤 弘：疎経活血湯が著効した
液 部 門 は 診 察 室 ７ 室 （ 患 者 数 は 、 平 均 157 人 /
難治性疼痛の3例，日本東洋医学雑誌，57(5)，
日）、鍼灸部門（東京女子医科大学附属NS室）
645-650，2006
は、診察室は12室（患者数 平均26人/日）にて、
3) Yoko Kimura ， Mie Shimizu ， Saori Kohara ，
外来診療を行っている。
Fumihito Yoshii，Hiroshi Sato，Yukito Shinohara：
Antiplatelet
Effects
of
a
Kampo
◇機関としての諸活動
Medicine,Orengedokuto ， Journal of Stroke and
【教育】
Cerebrovascular Diseases， 15(6)，277-282，
当研究所は、本年度も東京女子医科大学学生、
2006
医師を対象に教育活動を行ってきた。本学学生
4) 蛯子慶三，丹波さ織，吉川 信，菊池尚子，
に対する教育は、本学4年生に対しての講義10単
新井寧子，佐藤 弘：難治性のHunt症候群に
位（1単位90分）と診察法・鍼灸治療体験・生薬
おける鍼通電治療と置鍼治療の効果比較，日
に関する実習を120分行った。さらにクリニカル

本東洋医学雑誌，57(6)，781-786，2006
5) Kazuyuki Ishida，Hiroshi Sato：Kampo medicines
as alternatives for treatment of migraine: Six
case studies ， Complementary Therapies in
Clinical Practice，12，276-280，2006
◇総
説
1) 木村容子，佐藤 弘，篠原幸人：治療薬の概
要 漢方薬 黄連解毒湯，日本臨床，64(7)，
606-611，2006
2) 棚田里江，佐藤 弘：常用薬の副作用と注意
するポイント 漢方製剤の副作用，月刊 臨床
と研究，83(8)，51-56，2006
◇学術論文
1) 新井 信，盛岡頼子，岡部竜吾，溝部宏毅：
小児の3症例（続 女子医大雑話141），漢方
の臨床，53(1)，116-122，2006
2) 盛岡頼子，岡部竜吾，溝部宏毅，新井 信：
加味帰脾湯の3症例（続 女子医大雑話142），
漢方の臨床，53(2)，80-85，2006
3) 岡部竜吾，溝部宏毅，新井 信，盛岡頼子：
真武湯で治療した高齢者の3症例（続 女子医
大雑話143），漢方の臨床，53(3)，43-48，
2006
4) 溝部宏毅，新井 信，盛岡頼子，岡部竜吾：
動悸に桂枝加竜骨牡蛎湯ほか（続 女子医大
雑 話 144 ） ， 漢 方 の 臨 床 ， 53(4) ， 32-34 ，
2006
5) 新井 信，盛岡頼子，岡部竜吾，溝部宏毅：
神経内科の3症例（続 女子医大雑話145），
漢方の臨床，53(5)，59-64，2006
6) 盛岡頼子，岡部竜吾，溝部宏毅，新井 信：
最近の症例から（続 女子医大雑話146），漢
方の臨床，53(6)，57-61，2006
7) 向田 宏，吉川 信：虚弱体質の鍼灸治療に
ついて，臨床鍼灸，20(1)，9-15，2006
8) 岡部竜吾，溝部宏毅，新井 信，盛岡頼子：
加味逍遙散で治療した女性の3症例（続 女子
医大雑話147），漢方の臨床，53(7)，43-47，
2006
9) 溝部宏毅，新井 信，盛岡頼子，岡部竜吾：
気管支喘息に柴朴湯ほか（続 女子医大雑話
148），漢方の臨床，53(8)，85-89，2006
10)新井 信，盛岡頼子，岡部竜吾，溝部宏毅：
肥満の3症例（続 女子医大雑話149），漢方
の臨床，53(9)，87-93，2006
11)盛岡頼子，岡部竜吾，溝部宏毅，新井 信：
最近の症例から（続 女子医大雑話150），漢
方の臨床，53(10)，38-41，2006
12)岡部竜吾，溝部宏毅，新井 信，盛岡頼子：
桂枝湯加減方で治療した3症例（続 女子医大
雑 話 151 ） ， 漢 方 の 臨 床 ， 53(11) ， 54-58，

2006
13)溝部宏毅，新井 信，盛岡頼子，岡部竜吾：
手掌の汗に桂枝加竜骨牡蛎湯ほか，（続 女
子医大雑話151），漢方の臨床，53(12)，5861，2006
14)蛯子慶三：特集・メニエール病と鍼灸治療⑤
めまいに対する鍼灸治療効果の検討―患者自
身による自覚症状の評価を指標として―，医
道の日本，65(10)，42-46，2006
◇学会発表
1) 西條亜利子、鶴田真由子、高橋基子、谷本淳
子、高田若菜、竹村尚志、林 光俊、山脇
功：加濃式社会的ニコチン依存評価票を用い
た健康イベント参加者における喫煙に関する
アンケートの検討、第2回日本禁煙学会、愛
媛、2006、2
2) 佐藤 弘：ウェルカム講座(漢方を学ぶひと
のために)〜東京女子医科大学附属東洋医学
研究所における漢方診療を通じて、第57回日
本東洋医学会学術総会、大阪、2006、6
3) 和田茂胤、桜川信男、佐藤 弘：柴胡桂枝乾
姜湯が著効した背中の異常発汗を訴えた一例、
第57回日本東洋医学会学術総会、大阪、2006、
6
4) 木村容子、藤井亜砂美、鈴木まゆみ、近田直
子、棚田里江、久米由美、佐藤 弘：漢方治
療が加速度脈波に与える影響の臨床検討(第2
報)−疾患及び処方を限定した検討−、第57
回日本東洋医学会学術総会、大阪、2006、6
5) 西條亜利子、佐藤 弘：当帰芍薬散により月
経喘息が改善した一症例、第57回日本東洋医
学会学術総会、大阪、2006、6
6) 新 桂一、佐藤 弘：疲労倦怠感に対し、補
中益気湯と八味地黄丸の併用が有効であった
一例、第57回日本東洋医学会学術総会、大阪、
2006、6
7) 近田直子、木村容子、鈴木まゆみ、石田和之、
棚田里江、久米由美、盛岡頼子、新井 信、
佐藤 弘：舌痛に対する漢方治療の検討、第
57回日本東洋医学会学術総会、大阪、2006、
6
8) 石田和之、佐藤 弘：非接触型赤外線温度計
による体表温度の検討、第57回日本東洋医学
会学術総会、大阪、2006、6
9) 棚田里江、新井 信、岡部竜吾、田代眞一、
石井康智、佐藤 弘：長野県長谷村の住民健
康診断における漢方的症候の検討(第8報)−
SF-36に関する検討−、第57回日本東洋医学
会学術総会、大阪、2006、6
10)竹内千仙、佐藤 弘：補中益気湯、六味丸が
有効であった成長ホルモン分泌不全性低身長
症、第57回日本東洋医学会学術総会、大阪、

2006、6
11)吉川 信、髙田久実子、向田 宏、蛯子慶三、
佐藤 弘：虫垂切除痕とその関連区域(第2
報)、第57回日本東洋医学会学術総会、大阪、
2006、6
12)蛯子慶三、吉川 信、髙田久実子、向田 宏、
佐藤 弘、丹波さ織：ENoG値0％であった難
治性顔面神経麻痺の鍼治療成績、第57回日本
東洋医学会学術総会、大阪、2006、6
13)髙田久実子、吉川 信、蛯子慶三、向田 宏、
佐藤 弘：不妊治療歴、問診表からみた当科
来院不妊患者の特徴、第57回日本東洋医学会
学術総会、大阪、2006、6
14)向田 宏、吉川 信、蛯子慶三、髙田久実子、
佐藤 弘：胸脇苦満と自覚的な頚肩こりとの
関連性、第57回日本東洋医学会学術総会、大
阪、2006、6
15)西條亜利子，磯村 毅，高田若菜，竹村尚志，
林 光俊，山脇 功：リセット禁煙講演前後
における加濃式社会的ニコチン依存度調査票
の検討，第46回日本呼吸器学会学術講演会、
東京、2006、6
16)Yoko Kimura ， Mie Shimizu ， Saori Kohara ，
Hiroshi Sato ， Yukito Shinohara ： Antiplatelet
effect
of
the
Kampo
medicine,Orengedokuto(Huang lian jie du tang)，
The 4th Asian-Pacific Congress on Thrombosis
and Hemostasis，Suzhou,China，September21-23，
2006
17)木村容子、佐藤 弘：柴胡桂枝乾姜湯で頻尿
を伴う咳嗽発作が改善した症例、日本東洋医
学会第63回関東甲信越支部学術総会、新潟、
2006、10
18)西條亜利子、佐藤 弘：日中の眠気と不眠が
八味地黄丸で改善した一症例、日本東洋医学
会第63回関東甲信越支部学術総会、新潟、
2006、10
19)近田直子、佐藤 弘：六君子湯エキスで慢性
蕁麻疹が軽快した一例、日本東洋医学会第63
回関東甲信越支部学術総会、新潟、2006、10
20)石田和之、佐藤 弘：非接触型赤外線温度計
による体表温度の検討(第2報)：のぼせの検
討、日本東洋医学会第63回関東甲信越支部学
術総会、新潟、2006、10
21)棚田里江、新井 信、岡部竜吾、田代眞一、
石井康智、佐藤 弘：長野県長谷村の住民健
康診断における漢方的症候の検討(第9報)−
SF-36に関する検討−、日本東洋医学会第63
回関東甲信越支部学術総会、新潟、2006、10
22)竹内千仙、佐藤 弘：抑肝散加陳皮半夏が下
肢しびれに著効した腰椎椎間板ヘルニアの一
例、日本東洋医学会第63回関東甲信越支部学
術総会、新潟、2006、10

23)吉川 信：当施設における自覚症状の定量化
の試み、日本東洋医学会東京都部会(1)、東
京、2006、10
◇その他
1) 木村容子：処方される主な漢方薬, imidas,
695-697, 2006
2) 木村容子：アンチエイジングと漢方，薬事日
報，2006，1.27
3) 棚田里江：ちょっと気になるプチ不調を専門
医がチェック女のカラダSOS 手足の冷え，
女性セブン，203，1.19/26号，2006
4) 木 村 容 子 ： 「 産 み た い 、 で も ･ ･ ･ 」 第 2 回
私って本当に“産める体”なの？，Domani，
218-219，2，2006
5) 石田和之：体は健康のバロメーター 目でみ
てわかる健康，へるすあっぷ21，44-45，3，
2006
6) 近田直子：私のスタイル 一生必要とされる
仕事，毎日新聞，3.13
7) 木村容子：冷えている人は、太りやすくて老
けやすい！「冷えないカラダづくり」で代謝
はもっと上がります，メイプル，328-330，4，
2006
8) 木村容子：漢方は女性疾患に強い！現代女性
が抱える「四つの不調」に対処，漢方，3437，4，2006
9) 吉川 信：はりきゅう女性の味方，日本経済
新聞，2006，4.23
10)藤井亜砂美：「体を冷やし病気を招く“水た
まり体質”を漢方で撃退」，主婦の友生活シ
リーズ 老けない！ダイエット，59-62，4，
2006
11)木村容子：40代からは、ホルモンの下り坂。
だから今すぐ！「プレ更年期」のセルフケ
ア・レッスン，メイプル，218-223，5，2006
12)棚田里江：ちょっと気になるプチ不調を専門
医がチェック女のカラダSOS だるさ，女性
セブン，154，5.4号，2006
13)棚田里江：ママのための体のトラブル相談室，
おはよう赤ちゃん，165，5，2006
14)木村容子：「健康美人」をめざせ！，おしゃ
れ工房，99-111，6，2006
15)木村容子：「ワーキング・ウーマンの抱える
愁訴と病気に対する漢方治療」第５回阪神
ジョイネット座談会，ｐｈｉｌ漢方，2-7，7，
2006
16)木村容子：即効解決！乙女のピンチ 夏限
定！からだ救急箱 冷え症，nonno，104-105，
2006，7.20
17)棚田里江：ちょっと気になるプチ不調を専門
医がチェック女のカラダSOS ほてり，女性
セブン，161，7.20号，2006

18)木村容子：早くよくしたい冷え症，元気ライ
フ21，Summer，2006
19)木村容子：東洋医学で、やせる！キレイにな
る！「気・血・水のタイプを知ってやせる！
きれいになる！！」，MyForties，158-163，
9，2006
20)木村容子：“漢方”を知ろう，健康づくりサ
ポート，9.3，2006
21)蛯子慶三：特集・メニエール病と鍼灸治療
序，医道の日本，65(10)，21，2006
22)西條亜利子：禁煙！今こそ、今度こそ。この
ままでは、絶対後悔する！，暮しと健康，
26-31，11，2006
23)木村容子：“冷えの季節”の対策を！，健康
づくりサポート，11.5，2006
24)西條亜利子：今から花粉症対策 長期戦で体
質改善 定期注射、症状軽減も，日本経済新
聞 HEALTH AND BEAUTY，2006，11.4
25)佐藤 弘，安井廣迪，池方香里，松岡優子，
中澤 司，室賀一宏：漢方調剤に必要な臨床
的知識〔ミキ薬局篇2〕，漢方の臨床，
53(12)，75-84，2006
◇学術講演会・シンポジウム・一般講演会
1) 吉川 信：第37期バイオメディカルカリキュ
ラム 一般講演，「鍼灸」，東京，東京女子
医科大学先端生命医科学研究所，
2006.3.4(SAT)
2) 木村容子：第57回日本東洋医学会学術総会
ラウンドテーブルディスカッション，頑固な
頭痛に抑肝散加味方が著効した一症例，大阪，
日本東洋医学会，2006.6.24(SAT)
3) 佐藤 弘：日本医師会生涯教育講座，「高齢
化社会と漢方」，東京，東京都医師会，
2006.7.27(THU)
4) 久米由美：日本医師会生涯教育講座，「女性
に多い症状に対する漢方治療」，東京，東京
都医師会，2006.7.27(THU)
5) 佐藤 弘，吉川 信：公開講座，漢方･鍼灸
でイキイキ快適ライフ，東京，財団法人至誠
会，2006.12.9(SAT)
◇他大学講義
1) 佐藤 弘：日本大学医学部講義，「漢方医学
の立場からみた肝胆膵疾患―肝疾患を中心に
―」，2006.10.24(TUE)
2) 佐藤 弘：杏林大学医学部講義，「消化器疾
患と漢方―肝疾患と機能性消化管障害を中心
に」，2006.12.1(FRI) 16:00-17:15
3) 佐藤 弘，吉川 信，髙田久実子，稲木 一
元,杵渕 彰：秋田大学医学部講義，「東洋
医 学 入 門 」 ， 2006.12.11(MON) 〜 12.13(WED)
9:00-17:00

